Collaborating Artists

Public
ART DIRECTION / FAÇADE：SANDWICH
アートや建築など領域を超えた表現を京都から世界へ発信し続けるスタジオ「SANDWICH」がアートディレクションを⾏いま
す。また、代表の名和晃平⽒がホテルアンテルーム京都で初めて発表した絵画「Direction」のコンセプトがホテルアンテルーム
那覇の外観デザインに起⽤されています

名和 晃平
1975年⽣まれ。彫刻家、京都造形芸術⼤
学教授。京都を拠点に活動。2003年京都
市⽴芸術⼤学⼤学院美術研究科博⼠課程
彫刻専攻修了。2009年、京都に創作のた
めのプラットフォーム「SANDWICH」を
⽴ち上げる。独⾃の「PixCell」という概
念を軸に、様々な素材とテクノロジーを
駆使し、彫刻の新たな可能性を拡げてい
る。近年は建築や舞台のプロジェクトに
も取り組み、空間とアートを同時に⽣み
出している。2018年、フランス・ルーヴ
ル美術館にて彫刻作品”Throne”を特別展
⽰。2015年以降、ベルギーの振付家/ダン
サーのダミアン・ジャレとの協働による
パフォーマンス作品”VESSEL”を国内外で
公演中。

作品について：
「Direction」は、キャンバスの上端から降下するインク顔料が、点・線⾯を構成するペインティングシリーズ。制作時には、キャンバスが15 度傾
いた状態で壁⾯に垂直に設置される。動粘度を調整したインクがゆっくりと流れ落ち、キャンバスメッシュを同⼀の⾓度で縦断しながら、インク
の運動と速度を規定する重⼒の存在が可視化される。

Windbreak Room

Entrance Hall

やんツー
1984 年、 神奈川県⽣まれ。美術家。2009年
多摩美術⼤学⼤学院デザイン専攻情報デザイ
ン研究領域修了。
デジタルメディアを基盤に、⾏為の主体を⾃
律型装置や外的要因に委ねることで⼈間の⾝
体性を焙り出し、表現の主体性を問う作品を
多く制作する。

⼤和 美緒
1990年⽣まれ。京都を拠点に活動。2015年
京都造形芸術⼤学⼤学院芸術研究科芸術表現
専攻修⼠課程総合造形領域終了。”⽣きると
は何か”という根源的な問いを軸に、⾃然と
⼈間の関係に注⽬し、インスタレーションや
ペインティング作品を展開している。
協賛：ホルベイン画材株式会社

作家からのコメント：
スプレー塗料によって有機的かつダイナミックに描き重ねられたド
ローイングは装置によるものです。スプレーをホールドするディバイ
スが⻑尺のバネ2本によって吊り下げられ、吊元の⽀点がタイミング
良く左右に運動することでバネの伸縮が起こり、ディバイスはリサー
ジュ曲線を描くように、勢いよく円運動を開始します。そして、その
運動速度が⼀定の閾値をまたぐと加速度センサーが反応し、ノズルが
押され、塗料を壁⾯に吹き付けます。シンプルな仕組みの機械による
物理運動から導かれる描線は、⼈間の意識や⾝体性を相対化するため
の装置となり、「かく」という営みについて、改めて考えるきっかけ
を私たちに与えてくれるでしょう。

作品について：Title「RED DOT (BIO)」
沖縄には雄⼤な⾃然と共に神聖な場所が数多く存在する。御嶽(うた
き)と呼ばれる場は、⼈と⾃然、神々とが繋がる空間として機能し、
古来から⼈々は⾃然の中で⾃分たちが⽣かされている事に感謝し、祈
りを捧げている。
RED DOT(BIO)は⾃然と⽣命の営みを司る神秘的な存在がエントラン
ス空間全体を周遊するよう構成した。分解と再構成を繰り返し、連綿
と続く終わりない営みを表現する。
DOTは植物が時間をかけ成⻑する様⼦や地層が堆積してゆく過程を
想像し、⼈の⼿によって描かれる。⾝体を介し揺らぎを孕む構造は、
ミクロとマクロの視点を⾏き来する。個々の存在が互いに作⽤し、そ
の連続は⼤きな存在へ繋がってゆく。

Public
Soundscape

Public Space (1F)

原 摩利彦
京都⼤学教育学部卒業。同⼤学⼤学院教育学
研究科修⼠課程中退。
⾳の質感／静謐を軸に、ポスト・クラシカル
から⾳響的なサウンド・スケープまで、さま
ざまな媒体形式で制作活動を⾏なっている。
アルバム《Landscape in Portrait》をリリー
ス。ダミアン・ジャレ+名和晃平
《VESSEL》、野⽥秀樹などの舞台⾳楽を⼿
がける。アーティスト・コレクティブ「ダム
タイプ」に参加。www.marihikohara.com
作品について：Title「Resonant」 (Audio, 60mins / 60mins / 40mins)
⼈⼯的にひきのばされたサウンドファイルをいくつも重ね、つなぎ合わせ、
街や⾃然の⾳などのフィールドレコーディングは⼀切使⽤していません。
今も刻々と鳴り続けている外界の⾳と対になる作品です。⼈々が集い⾏き
交うこの場所、窓から⾒える移ろいゆく景⾊へのよきサウンドトラックと
なることを期待しています。

Restaurant

⻤頭 健吾
1977年愛知県⽣まれ。京都造形芸術⼤学⼤学
院教授。2001年名古屋芸術⼤学絵画科洋画
コース卒業後、2003年京都市⽴芸術⼤学⼤学
院美術研究科油画修了。主な個展にハラ
ミュージアムアーク「Maltiple StarⅠ,Ⅱ,Ⅲ」
展、今年は京都市京セラ美術館にてリニュー
オープン後、初の展覧会として個展が開催さ
れる。

作品について：cartwheel galaxyは、スキージで線を描き、絵具をその
上から幾重にも垂らし⾶ばしたりする⾏為の結果が作品になっていま
す。絵具はチューブから出したそのままの原⾊を使います。⾝体の⼤
きな動きによって⽣み出されたスキージ画⾯や絵具の⾶びによる積層
に撒かれたガラスやラメの多⾯体により、キャンバスの表層は、最終
的に表⾯を覆う光の集積となります。

Public Space (2F)

品川 美⾹
1988年熊本県⽣まれ。京都造形芸術⼤学修
⼠課程修了。奈良・京都を拠点に活動。
「私とは何か、⼈間とは何か」をテーマに、
巨⼤な画⾯に幼児を描く。主な展覧会に、
2019年「Universal Music Art Project 17」
(東京)、「呼吸する庭」庵町屋ステイ(京都)、
スターバックスコーヒー京都BAL店常設 、
2018年「ARTISTS' FAIR KYOTO 2018」京
都⽂化博物館別館、「11⽉島 November
island」WINWIN ART 未藝術(⾼雄/台湾)、
2017年「群⾺⻘年ビエンナーレ2017」群⾺
県⽴近代美術館など。

作品について：
雲の隙間から、いくつも天使の梯⼦が降りて来て鮮やかに空と海をつ
なぐ。海と陸の境い⽬に打ち上げられた珊瑚の死骸が、外から来るも
のを拒むかのように貧弱な⾜の裏を鈍く刺す。
強い光線に照らされた⾊彩、出会った植物や昆⾍、沖縄での新鮮な体
験を絵に焼き付けたいと思った。

⼩林 絵⾥佳
1994年東京⽣まれ。2017年武蔵野美術⼤学
造形学部彫刻学科卒業。2019年東京芸術⼤
学美術研究科彫刻専攻修了。 「平成28年度
卒業制作」にて優秀賞(武蔵野美術⼤学)、
2017年度及び2019年度「Art Meets
Architecture Competition」にて⼊選。

作品について：現実と⾮現実/ ミクロとマクロ/ 無と有/ 内と外/ 上と
下etc… 相反するものは常に共存している。当たり前の事ではある
が、考えれば考えるほどそれらは混濁し境界線が曖昧になる。(例え
ば、⾃分の「右の空間」は⾃分より右側にいる⼈にしてみれば「左の
空間」になり、その両⽅が混在することになる。)しかし⾃⼰を中⼼
として確実に両者は存在している。だがこれも⾃⼰と他者と⾔う対⽴
がある事で初めて存在し得る…. では⾃⼰と他者の境界線は…. 鶏と
卵だ。結局のところ複数の事物は対⽴する事で「共存」し得ているの
だ。

Public
Restaurant

Restaurant

新 正春
1996 ⼤阪府⽣まれ。2019 京都造形芸術
⼤学 美術⼯芸学科 卒業。2019 京都造
形芸術⼤学 ⼤学院芸術研究科美術⼯芸領
域油画専攻修⼠課程在学中。展覧会歴、
2018 京都造形芸術⼤学 卒業制作展、
2019 「HOP」京都造形芸術⼤学
Galerie Aube、2019 「Innocent -P-」 国
⽴京都国際会館
作品について： ：今、私の⽣きている時代を写し取る作品を制作している。
私は、例えば街を歩いていた際に⽬に⼊ってきた⾊彩、マテリアルを使ってい
る。「私の⽣きる 今の⾵景」はスナップ写真のように切り取られ、断⽚的なイ
メージとなって私に蓄積されていく。 漠然と１つにまとまっていた現代の⾵景
は分解され、それぞれが関係性を持たない単独の要素と なり、最終的には⾊彩、
マテリアルに変質する。 蓄積されたイメージを無作為（あるいは私の⾝体のア
ルゴリズムに則って）に選び出し、組み合わ せる。この⾏為によって⽣まれる
⾊彩、マテリアルのぶつかり合いは、視覚的な違和感とともに 私を取り巻く時
代の雰囲気を醸し出す。

Restaurant

松岡 柚歩
1996 兵庫県⽣まれ
2019 京都造形芸術⼤学 美術⼯芸学科油画
コース 卒業
2019 京都造形芸術⼤学⼤学院 美術⼯芸領
域修⼠課程 ⼊学 – 現在在籍中
受賞歴: 2019 「2018 年度京都造形芸術⼤
学卒業作品展」優秀賞

作品について：絵を描く時に考えるのは⽀持体とメディウムとの関係である。
「絵画」は何をもって「絵画」なのか。 私は、四⾓いパネルに⾃分の⼿でチェッ
ク柄や花柄のパターンを描き、そこに絵の具の膜を重ねる作業をしている。それ
は、⽀持体と絵の具との間に「半⽀持体」のようなものを作る⾏為である。⽀持
体とメディウムの関係性の中にもう1 つそれらと関係する「半⽀持体」を作り、そ
こから⽣まれる画⾯から⾃分の中の絵画を模索している。⽀持体とメディウムの
間に何があるのかを考えながら制作している。

Public Space (2F)

御村 紗也
1997 年 三重県⽣まれ
2016 年 京都造形芸術⼤学 美術⼯芸学科
油画コース ⼊学
主な展覧会に、2016年 ⼆⼈展「これ、私
です」 Galerie Aube 2017 年 個展「walk
展」Verdi Le cafe Artisanal
2019 年 伊勢丹新宿店にてグループ展
「Artist‘s Tideland、」「MATSUSHIMA
COLLECTION」国⽴京都国際会館
作品について：⾒たものや感じたものは、そのとき限りで⼆度と遭遇することの
ない光景と なる。私は、その刹那的な光景に美しさを感じる。 私にとって制作
は、それらを拾うような⾏為である。意識しなければ気づかない些細な現象を、
ドローイングや写真によって保存する。そして、シルクスクリーンやペインティ
ングで画⾯上にもう⼀度存在させる。表⾯の肌理や⾊彩の選択は、泡沫の⾹りの
ように触れられぬ存在を⼿に取れるようにする意識に基づいている。 描かれた刹
那は、やがてそれ⾃体が刹那な出来事になる。

岡⽥ 佑⾥奈
1995年 兵庫県出⾝。2018年 京都造形芸術⼤学
美術⼯芸学科 卒業。2018年 京都造形芸術⼤学
⼤学院芸術研究科ペインティング領域修⼠課程
修了。主な展覧会に、2017年 TOKYO
FRONTLINE PHOTO AWARD#7 (後藤繁雄賞受
賞）2018年 2⽉ 京都造形芸術⼤学卒業制作展
(奨励賞受賞）2018年 ART AWARD
MARUNOUCHI 2018(後藤繁雄賞受賞）2019年
The Art of Color DIOR2019(⼊選）2019年
YURINA OKADA PHOTO EXHIBITION
作品について：この作品はコントロールの仕切れない⼀回性と偶然性で成り⽴っ
ている。それは写真の新たな⾒え⽅を表現したものである。写真は⾒たものを鮮
明に写し取る事ができ、写真でしか⾒えない⼀瞬 の動きをとらえる事ができる。
これらを転写させクラックさす事により、写っているものに動きを与える。写真
との関係性に⼿を加える事により写真と⾃分を繋げる⼀つの⼿段である。これは
⾃分⾃⾝の新たな挑戦でもあり写真に対してのアプローチで もある。

Public
Public Space (7F)

Public Space (2F)

⼤塚 泰⽣
1986⽣まれ2009One‘sroom gallery ＆ studio設⽴2012TRANSLATION ⼤塚泰
⽣ 個展（gallery ラファイエット）、Derby展（ギャラリーKINGYO）、
Draw1 sksk 〈沖縄〉2013ユッカヌヒアート展(壺屋焼物博物館)、Sakiyama x
Guandu Taiwan-Japan Sculpture Exhibition(台湾)、CHAIN REACTION(東京
都美術館)、リキテックスアートプライズ（3331arts chiyoda）2014Arts
WATARASE 01『Chambres d'Amis / antichambre（桐⽣）』by WATARASE
Art Project現在One'sroom gallery ＆ studio（沖縄）で活動中

Public Space (2F)
宮崎萠⼦
1996年3⽉⼭⼝県出⾝。2014年4⽉、京都造形芸術⼤学の美術⼯芸学科油
画コースに⼊学。同学の修⼠課程に進学し、2020年3⽉に卒業。現在は
主に関⻄を拠点に活動をしている。主な展⽰としては、2016年3⽉僕ら
の幸福論（ギャラリーカト / 京都）、2017年2⽉おはなしのはなし〜
From Mahabharata〜（ギャラリーカト / 京都）等がある。

堀⼝ 葵
1992年愛知県名古屋市⽣まれ。 名古屋市⽴
桜台⾼校ファッション⽂化科卒業、名古屋
造形⼤学造形学部造形学科総合造形コース
卒業、沖縄県⽴芸術⼤学環境造形専⾏彫刻
専修在学中。個展：2017年 堀⼝ 葵 個展
Eye Tactility Gallery FINGER FORUM、
2016年 堀⼝葵 展覧会＆ワークショップ
wish a merry ぬくぬく Christmas! ⽂化
フォーラム春⽇井、2015年 Shift Cube 2015
VOL.31 堀⼝葵展 shower room ⽂化フォー
ラム春⽇井
作品について：私の制作は素材を⾒つけ、実験しながら技法を選ぶことで始まっ
ていきます。その際のポイントとしているのが、真逆の要素をぶつけるというこ
とです。今回の２つの作品は、柔らかで単体では⾃⽴出来ない布を現物鋳造する
ことにより⽴たせることが可能となったり、重く量で⾒せるイメージであるテラ
コッタを編むことによって、動きを与えるようなイメージで制作しました。また、
そのぶつける要素のひとつとして、服飾を学んだ経験が元となっています。⼿仕
事を施していく過程⾃体が⾃然と作品⾃体の構造になるのとともに、次のパーツ
の動きをもデザインし、最終的なフォルムを徐々に形作っていくこととなります。

Restaurant Entrance
嘉味⽥航太
沖縄県⽴芸術⼤学⼯芸専攻、陶芸を学ぶ。
⽣き物のついた器を作ることが好きです。

Gallery Room
301：神⾕ 徹

⾯積 69.48㎡ / 定員 4⼈

1969 愛知県⽣まれ
1994 東京藝術⼤学院修了
1994 NCAD, ダブリン アイルランド
政府 奨学⽣
2011 Chelsea College of Arts, ロンド
ン 客員研究員 ⽂化庁在外研修
主な展覧会
「Modest Engagement」SCAI THE
BATHHOUSE
「Toru Kamiya, Jenny Holzer, etc. 」
SCAI PARK
「new works」Temple Bar Gallery, ダ
ブリン アイルランド

作家からのコメント：ホテルの常として、客室に滞在する⼈たちは変化していきますが、設置された作品は留まったままです。それらの絵
は、誰かが部屋に⼊りプライベートな環境で鑑賞される時を待っています。部屋に滞在している間は、その⼈が作品のオーナーです。光や
⾳、空間と共鳴したアートのある⽣活を楽しんでください。この部屋から去り難く、何度も来たくなる場になればとても嬉しいです。

204：⿊坂 祐

⾯積 24.80㎡ / 定員 3⼈

1991 千葉県に⽣まれる
2013 東京藝術⼤学絵画科油画専攻⼊学
2017 東京藝術⼤学絵画科油画専攻卒業
2019 東京藝術⼤学美術研究科油画専
攻第３研究室修了
主な展⽰歴・受賞歴
「ひとつのところにいる」 （space
dike、2016）
「weak value」（itadakiBLDG.2017）
「いくつかのリズム、不活性な場所」
（ 四⾕未確認スタジオ、2020）
2019 シェル美術賞グランプリ受賞

作家からのコメント：今回制作した壁画は私が絵画制作の中で⽤いる素材（パーツ）を部屋の雰囲気や構造に合わせ拡⼤、縮⼩し再構成しました。ユ
ニット化され、パーツを組み⽴てるように構築される都市のランドスケープをイメージソースとして絵画を制作しています。私は東京で⽣活をしてい
ますが、沖縄という⼟地に⾒られるユニット(街路樹、塀など)は東京のものと全くテクスチャーや形体が異なります。均⼀化もそれほど進⾏していない
ように⾒え、何気ない道を歩くだけで様々なパーツと出会うことができます。そのようなバラバラなものが独特の⾵⼟のもとにゆるくつながっている
空気を今回の壁画制作で表現したいと思いました。

205 / 216 / 217
& Other Rooms
：⼋⽊ 恵梨
1994年、沖縄県宮古島市⽣まれ。8歳の時
に東京に移住。東京藝術⼤学の油画技
法・材料研究室博⼠課程に在籍中。
1つのモチーフから触発された思考を図像
にすることで思考のさらなる展開と⾶躍
を試みている。同時に、私的で個⼈的な
思考活動を図像を通して他者と共有する
ことの可能性について関⼼がある。その
ため科学のスケッチの様な簡素な線描に
陰影を省略した⾊彩を⽤いて、主に紙媒
体で思考を記録・保存している。2018年
からは「ライフセーバー」という架空の
男性をテーマにした「LIFE,SAVE,AH~」
という作品を継続して制作している。

作家からのコメント： 作品のタイトルは＜Island of collage-コラージュの島-＞です。約300枚の沖縄に関するドローイングからなっています。タイトルにある”コ
ラージュ”とは異質なもの同⼠の出会いと、出会うことで起こるの意味の脱線や⽣成のことを差しています。異質なものと出会うことがコラージュならば、観光もコ
ラージュの⼀種だと考えました。ですので、今回私はホテルの部屋の中でも観光ができるようなものを作りたいと考えました。2枚1組のドローイングでは関係があ
りそうでなさそう、なさそうでありそうなものを並べました。額装されているドローイングは、私の頭によぎったイメージをコラージュの形式で1つの平⾯上に閉
じ込めたものです。それらもまた組み合わされ、より⼤きなコラージュを形成します。様々なものが組み合わさり複雑になって⾏く様⼦は、アジア圏の中⼼に位置
する沖縄県の⽂化を象徴しているようにも思えます。

Gallery Room
208：新宅 加奈⼦

⾯積 24.80㎡ / 定員 3⼈

1994年⽣まれ
2019年京都造形芸術⼤学⼤学院芸術研
究科芸術専攻総合造形領域修⼠課程専
攻修了。京都を拠点に活動。
個展「I'm still alive(京都/2018)」や
「embodiment(京都/2019)」
「indication(京都/東京/2019)」など。
また、アートアワード東京丸の内2019
にて丸の内賞（オーディエンス賞）を
受賞。京都新鋭選抜展2020にてNHK放
送局賞受賞。2019ASYAAF Hidden
Artists DDP Young Designer
Challenge(ソウル/韓国) アジア新⼈
アーティスト芸術祭に外国⼈招待作家
として参加。ヨコハマトリエンナーレ
2020参加作家。

作家からのコメント：全⾝に絵の具を纏い、そのパフォーマンスをセルフポートレートで撮影している。
3原⾊+⽩の塗料の中に⽚栗粉を⼊
れ、それが⾝体の上で混ざり合い、⾃⾝の体温によって徐々に硬化し、4~8時間を掛け新たな⽪膚を形成する。 私にとって⾝体はキャンバス
であり、塗料はメディアだ。⾝体が私と0距離で絵画となる。 ⽣きている事を確認する⾏為として9年前からパフォーマンスを⾏い始めた。こ
の作品を通し、⾝体と感覚を拡張し、⾃⼰からの脱却を図り、個が無くなることの⾃由さを伝えたい。 この⾏為は正に超⾝体化/脱⾝体化/合
⾝体化である。

210：丹治 りえ

⾯積 20.40㎡ / 定員 2⼈

1983年福島県⽣まれ。沖縄県在住。
2006年⼥⼦美術⼤学⽴体アート学科卒
業、2009年沖縄県⽴芸術⼤学⼤学院彫
刻専修修了。
最近はある建造物における空間、壁や
柱など建物の躯体などをモチーフにし、
⽯膏や規格材の⽊材、ホームセンター
で販売されている素材で作品制作を
⾏っている。2019年「漢那アートプロ
ジェクトvol.4 Concrete visions」漢那
ドライブインレストラン（沖縄）、
2018年「⻩⾦町バザール2018−フライ
ング・スーパーマーケット」（神奈
川）2015ｰ16年は沖縄コンテンポラ
リーアートセンター（OCAC）を運営、
2016-17年はtomariを共同運営。展覧会
や多種多様なイベントも関わる。

作家からのコメント： Round 素材：⽯膏、⿊鉛 刻々と変わる沖縄の⽇差し、⿊い円が⾒守るように受け⽌めてそれを反射する。 たまに
は、鈍い光を⾒るのもいいかもしれない。
Wallpeper 素材：パネルに壁紙、鉛筆 ⽇常の⽇々を過ごす部屋に張り巡らされた壁紙。決まり
きった⾵景。 退屈な⽇常、疲れた今⽇。鉛筆で凸凹とした壁紙のテクスチャーを拾い上げてみる。 そんな⽇々から離れた場所で⾒るとまた
違った⾵景に思える。

Deluxe Room 328 / 428：
Artwork by ⻑尾 恵那

室数 2室
⾯積 57㎡ / 定員 6⼈

1980年⽣まれ。主な展覧会に、
「⻑尾恵那展 “今⽇は寝るのにもっ
てこいの⽇”」2019年、「ART
TAIPEI」2018年、「ARTIST’S
FAIR KYOTO」2017年、「第17回
岡本太郎現代芸術賞展」2014年な
ど。現在、沖縄県⽴芸術⼤学美術⼯
芸学部彫刻専攻講師。
作家からのコメント：
剪定された街路樹をイメージしたシリーズです。植物という
概念を持たない宇宙⼈が地球を訪れたら「この星はなんてみ
どりいろのかたまりがたくさんあるんだろう」と驚くのでは
ないかという発想から始まりました。

Gallery Room
206：稲本 紗希

207：椿野 成⾝

1995年、三重県⽣まれ。2017年、京都造形芸術⼤学 美術⼯芸学科 卒
業。2019年、京都造 形芸術⼤学⼤学院 芸術専攻 総合造形領域 卒業⾒
込。2018年、A-Lab Exhibition Vol.13 (A- Lab / 兵庫) 2018年、HOP展
(京都造形芸術⼤学ギャルリオーブ / 京都) 2019年、SPURT展 (京 都造
形芸術⼤学ギャルリオーブ / 京都) 2020年、京都造形芸術⼤学 ⼤学院修
了展 (京都造形芸術 ⼤学 / 京都)

1995 ⼤阪府⽣まれ、2018 京都造形芸術⼤
学 美術⼯芸学科 油画コース 卒業、2018 京
都造形芸術⼤学⼤学院 ペインティング領域
油画コース 修⼠課程 ⼊学
2018「KUAD ANNUAL 2018 シュレディン
ガーの猫」/ 東京都美術館、2018 ⼤学院
PrPROJECTS Exhibition 「Re:pictogram」/
Pr.room、2019 ⼤学院 PrPROJECTS
Exhibition 「せんのかげ」/ Pr. Room、2019
「From the Youth」/ ⻘春画廊千北、2019
「Artistʼs Tideland Kyoto」/ 伊勢丹新宿、
2019「KUAD ANNUAL 2020 フィールド
ワーク:世界の教科書としての現代アート プ
レビュー」/ Galerie Aube

作家からのコメント：locomotionとは、移動する⼒のことだ。ここ
に写っているものは、誰もが持っている靴底の⾵景であり、挟まっ
た⼩⽯のポートレートである。⼩⽯は私たちが歩くたびに、どこか
らか挟まり、どこかへと移動していくこれらはその移動の最中を、
私に撮影されたものたちだ。移動する⼒とは、必ずしも能動的なも
のではない。彼らは、どこから来て、どこへいくのか、どこでその
旅路を終えるのか。

作家からのコメント：本作『Transparent』は、建築と絵画における空間構成
や、建築と絵画における考え⽅を軸として制作した。コンセプトである「空
間と時間」を表現するため、「椅⼦」「照明」「階段」をモチーフとして選
択している。「椅⼦」は、機能として⼈がその場に留まるまたは、くつろぐ
など⼈と空間をつなぎ合わせるものである。「階段」は、空間を上下に移動
することを可能にするものであり、3次元の空間性をもたらす。「照明」つま
り「光」は、光源の移動により影が動くことで「時間」を表すことができ
る。これら選択したモチーフは、鑑賞者⾃⾝が画⾯内部に新たな「空間と時
間」を想起させるイメージであり、それらは作り出す装置でもある。

214：三浦 光雅

215: 藤本 純輝

1997 東京都⽣まれ。
2019 京都造形芸術⼤学 美術⼯芸学科 卒
業。2019 京都造形芸術⼤学 ⼤学院芸術
研 究科美術⼯芸領域油画専攻修⼠課程在
学中。2017「ノゾキ展」2018 京都造形
芸術⼤学 卒業制 作展、2019 「HOP」京
都造形芸術⼤学 Galerie Aube、2019
「OPEN
STUDIO」京都造形芸術⼤学
NA311。

1997 三重県⽣まれ。
2019 京都造形芸術⼤学 美術⼯芸学科 卒
業。2019 京都造 形芸術⼤学⼤学院芸術
研究科美術⼯芸領域油画専攻修⼠課程在
学中。展覧会歴、 2018.「そこに或るは
真実か」京都造形芸術⼤学Galerie
Aube、京都造形芸術⼤ 学卒業制作展、
2019.「HOP」京都造形芸術⼤学Galerie
Aube。

作家からのコメント：運や即興性を作品に持ち込むことに興味があ
る。 ビンゴゲームや⼈⽣ゲームなどに含まれる運や即興的な要素か
ら着想した、 乱数を使⽤した制作を主に⾏っている。 乱数によって
指⽰された⾏為を、 淡々と作品に反映していく⼀⾒機械的な⽅法に
よって⽣まれた作品は、 同じルールで作られた作品でも⼀枚⼀枚固
有の顔を持つ。 それは毎⽇同じ場所で、同じような⽇々を繰り返し
過ごしながらも、 同じ⽇は⼆度と繰り返されない⽇常⽣活とも重な
る。 「並⾏世界」という、異なる選択によって導かれた全く違う結
果の世界が存在するように、 ⼀つの選択によって不規則に変化する
さまを表現したい。

作家からのコメント：私は、道端にある花や草⽊のような⽬⽴たな
いささやかなものをモチーフに、油絵具を薄く緻密に重ねた、淡く
繊細な表情の絵画を描く。緻密に筆致を重ね、⽀持体であるキメの
細かい布に薄く染み込んだ絵具によっ て淡くぼやけた図像は、眩
しい光や⼤気の層に包まれて実態がかすむほど弱い 存在へと変化
する道端の草花のように、対象を弱く、淡く、⽬⽴たない存在へ
と変化させる。

209：左⼑ ⼤地

212 & 213：寺⽥ 瑚

1985年⽣まれ。沖縄県宜野湾市在住。国内外で櫂⽉を中⼼とした作品を
発表している。主な展⽰に【個展】2011 gallery M&A 「Repair」/ 2015
One’s Room gallery & studio 沖縄「Planedo 」/ 2017 Baby Baby
hamburger&books「⾷べよう、考えよう、孤独な時間を共有しよう」

熊本県出⾝。2020年 3⽉ 沖縄県⽴芸
術⼤学 美術⼯芸学部 美術学科 絵画専
攻卒業。

211：廣川 迪咲
愛知県出⾝。沖縄県⽴芸術⼤学美術⼯芸
学部絵画専攻卒業。

作家からのコメント： ⽔辺をモチーフに、⽇毎に表情を変えていく
にぎやかな様⼦とその側に⽴っている時の穏やかな気持ちを、透明
な素材を重ねて表現しました。

作家からのコメント：沖縄にはコンクリートの建物がたくさんあり
ます。ビルや家は隙間なく並び、⾊も形も様々。
⾃分にはそれが新鮮で魅⼒的でした。
この地の街並みから⾊や形を切り取り、組み⽴て、⾃分が思う魅⼒
を作っています。

